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会員数
１，１４９名
(男 622 名･女 527 名)

（１月末現在）

保育所ボランティアにご参加ありがとうございました！

会員手作りの阪神淡路大震災の紙芝居を披露

理事長の手品も子供たちから大人気でした！

昨年度は手作りおもちゃのお届けのみしかできませんでしたが、今年度は、２か所は子供たちとの触れあい
が出来、新型コロナの急激な増加により２か所は対面のみ、２か所は手作りおもちゃのお届けのみという結
果になりました。参加者は延べ３９名。ご協力本当にありがとうございました。来年こそ、子供たちとたくさん
遊べますように！

広報啓発委員会

会報誌「はつらつ芦屋」３４号表紙作品原稿募集！

芦屋市内を捉えた風景等で未発表のもの。写真でも絵画でもＯＫ。７月発行予定の３４号に掲載します。季
節感を考慮ください。写真・絵画とも撮影したものをプリントアウトして、名前を書いてご提出ください。提出の
写真は返却いたしませんのでご了承ください。(表紙のサイズに当てはまること。立体的な作品を撮った写真
は不可) 「芦屋のここが好き」「私のおじいちゃん」の投稿も募集中！（締切：２月２５日(金)事務局まで）

会員意識向上委員会 会員対象サイバー犯罪対策講座「ウェルネスセミナー」
●日 時 ： ３月１７日（木）１４：３０～ ●場 所 ： はつらつ館 大会議室
●講 師 ： 兵庫県警察本部サイバー犯罪対策課

～安全・適正就業推進委員会から～

安全・適正就業に関する相談がメールでもできるようになりました！
会員の皆さんからの就業に関する相談事や要望等について、メールによる相談窓口を開設しております。
どうぞお気軽にご利用ください。安全・適正就業に関する事ならどんな内容でも結構です。

ashi.anzen.tekisei@gmail.com

講習会等延期・休止のお知らせ
まん延防止等重点措置が発令され一部講習会等が延期・休止となっています。感染症予防対策の徹底を！
●２月１６日（水） 接遇講座（会員向け）延期 ●ESST 主催の英語講座：まん延防止中はすべて休止
●着付け教室：当面の間休止 ●みんなで歌おう：２月休止 ●会員のための健康体操：２月休止
＊ 同好会については、自粛とせず感染対策を講じて開催しています。
＊ 状況により変更の可能性がありますので、事務局までお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症が収まるまでの土日の緊急連絡先：080-4173-7669
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第４回理事会
入会説明会
第５回女性の会運営会議
第７回会員活動委員会
新入会員オリエンテーション
シルボンヌ全国大会 inＴＯＫＹＯ
兵シ協事務集中化意見交換会(森川)
兵シ協事務局長会議
「芦やん小町」女性の集い
第７回広報啓発委員会
第５回会員拡大委員会
第１０回事業運営部会
事務局会議

理

事

令和３年度４～１２月事業実績
新型コロナの影響を受け実績が下がっている職
種もありますが、そんな中でも昨年より 107％増と
なっています（派遣含む）。会員数についても若干
増加しています。
4 月～12 月 実績（派遣含む） 会員数（１２月末）
令和２年度
346,514 千円
1,145 名
令和３年度
370,860 千円
1,149 名

会

●第４回 （１月７日）
・パソコンの不適切使用に係る対応について

事業運営部会
●第１０回 （１月２８日）
・第３四半期事業実績について
・死亡事故発生について
・会員アンケート調査について
・新型コロナ感染症対策について
・来年度事業運営部会開催日について
・「キッチンカフェなりひら」事業運営について
・社会保険労務士への業務委託について
・プラチナ会員制度運用規程の制定について

定時総会 5/26 に決定！
令和４年度の定時総会は５月２６日（木）１３時１５
分からルナ・ホールで開催(場所変更の可能性あ
り)予定です。総会への出席は会員としての義務で
す。是非予定に入れてご出席ください。

令和４年度 年会費受付開始！
専門委員会
●第４回 会員活動委員会（１月１４日）
・保育所ボランティアについて
・次年度事業計画について
・地区交流会の検討について
・会員相互の安否確認等について
●第５回 会員拡大委員会（１月２６日）
・プラチナ会員制度について
●第７回 広報啓発委員会（１月２４日）
・市役所パネル展アンケート結果について
・「はつらつ芦屋」３３号について
・月間スケジュールについて
・しるば～たいむず２２号について

領収証を受け取る時、名前（フルネーム）を必ずご
確認ください。おつりの無いようにしていただけれ
ば助かります。（２４００円）

退会手続きについて
来年度に会員継続の意思の無い方は、３月末までに
必ずご来局のうえ、退会届をご提出ください。手続き
のない場合は、新年度会費が必要になります。

芦屋市シルバー人材センター
は「粗大ごみ処理券取扱店」
です。ご入用の際は是非当セ
ンターでお買い求めください。

配分金には消費税が含まれています
会員の皆さんが就業されますと対価として配分
金が支払われていますが、この配分金には内税と
して消費税が含まれています。現行の消費税制度
では、会員は、個人事業者として消費税の申告納
税をする必要がありますが、課税売上高（年間配
分金額）が 1,000 万円以下の場合は免税となって
います。従って、基本的には、会員の皆さんは、免
税事業者であるため配分金に含まれる消費税を
納税する必要はありません。

１月の安全パトロール
１月１３日黒葛野・関委員、大谷職員が剪定・除
草の現場６か所を巡回。気温の低い中、寒さ対策
を行いながら、安全への配慮がなされていました。

インボイス制度が令和５年１０月１日
から導入されます
適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導
入されますと、会員が受け取る配分金に係る消費
税分を納税することになり、シルバー人材センター
にとっては大きな影響を受けることになります。
そこで、全シ協及び兵庫県内のシルバー人材セ
ンターと連携し、安定的な運営可能となる特例措
置を講じて頂くよう要望活動に取り組んでいます。
会員の皆さんへは、インボイス制度に関する動
向について、随時お知らせしていきます。

宝塚シルバー人材センターに講師派遣
宝塚 SC は３年前に網戸・障子張替の就業会員
がいなくなり事業が停止。このたび事業復活のため
に会員講習会を企画され、当センターから講師と
して空谷会員、助手として田村会員と塩谷会員が
１月２１日(金)宝塚に赴きました。当日は１１名の会
員が参加。近年どのセンターも技能継承が難しい
とのこと。経験がなくても研修を積めば習得できま
す！当センターも技能班メンバーを常時募集して
いますので、網戸・障子の張替え作業に興味のあ
る方は事務局にお声がけください。

～～事故ゼロ運動～～
今期間は施設管理業務の傷害事故が１件、焼
却班の自動車事故による賠償事故が１件発生。今
年度の標語のとおり「安全は一人一人の心がけ」で
す。今一度よろしくお願いいたします。

無事故達成日数
傷害事故
２９日
賠償事故
１３日（２月７日現在）
清掃作業中に重篤事故が発生しました
昨年１２月２７日午前、男性会員がマンション清
掃中に倒れているところを発見されて救急搬送・緊
急手術を受けましたが、同日夜にお亡くなりになり
ました。男性会員は１２月に入ってから２回転倒さ
れておりましたが、ご本人から就業には問題ないと
の診断結果を受けたとの報告があり、引き続き就
業に意欲・責任感を持たれておりました。しかしな
がら、事務局としては事故に繋がる恐れがあると判
断して交代を打診し、引継ぎを行う直前での事故と
なってしまいました。
安全適正就業委員会では、今後同じような事故
を防ぐための対策について検討しているところで
す。今年度は既に傷害事故が 10 件、賠償事故が
１３件発生しています。改めて皆様も安全就業に努
めて頂くようお願いします。
令和３年度芦屋市シルバー人材センター安全標語

まったなし 安全は一人一人の心がけ

芦屋市制施行８０周年記念映画

「あしやのきゅうしょく」

関西限定・特別鑑賞券を当センターで販売しています！
通常価格１９００円のところ１０００円！
芦屋市では、給食開始当初より「温かいものは温かく、冷たいものは
冷たく」作り立てを味わってもらえる自校式給食に加え、各校に１名専属
で配置された栄養士によりオリジナルの独立メニューを展開するなどの
給食への取り組みがされているそうです。
芦屋市の小学校に勤務する新米栄養士を通して描かれる「あしやの
きゅうしょく」。美味しい給食を食べる子どもたちの笑顔のため、日々奮
闘する主人公。そして脇役を固めるのは・・・・。
当センターの山中理事長も出演されています！！

２月４日（金）から関西先行公開中！
上映映画館は、以下の３館です。
●ＯＳシネマズミント神戸、●テアトル梅田、●アップリンク京都
＊上映の時間や上映の有無については各映画館にお問合せください

携帯電話にショートメッセージ（SMS）※で
センターからのお知らせを送信するサービスを実施しています！
ショートメッセージ受信可能な携帯電話 ⇒ ・スマートフォン ・ガラケー
↓ ショートメッセージ送信元の番号 （＊登録をお願いします）
ｄｏｃｏｍｏ、ａｕ、楽天モバイル ⇒ 050-5491-4105
Softbank、Y!mobile
⇒ 242244 からメッセージが届きます。
事務局に携帯電話番号の登録の無い会員の方へ⇒お手数ですが携帯電話番号のご連絡を事務局までお願い致します。

新型コロナ感染再拡大警戒！対策の徹底をお願いします！
新型コロナウィルス感染症の新たなオミクロン株が拡大しています。日常生活においても、また就業にあたっても
感染予防対策の徹底をお願いします。はつらつ館に来られる際の対策についても引き続きお願いします。
●来館前 ・自宅で検温（３７度以上利用不可） ・風邪の症状時の利用控え
●使用時 ・人と人とが接触しない距離（混雑時最低１メートル）・原則１時間に２回、窓開け・換気扇は「強」に設定
●使用後 ・使用した机、椅子、扉、窓の鍵等の清拭、消毒

★新型コロナ陽性判定された会員の方は必ず事務所に連絡してください★

入口に非接触型体温計を設置しました
事務局北側の入り口に非接触型の体温計を設置しました。
上部の画面に近づき、画面に映っている顔型にご自分の顔を
合わせてください。あまり遠くても、近すぎても認識しませんの
で、ゆっくり近づくようお願いします。認識されると、画面の下の方
に体温が表示され、体温が高くなければ「体温は正常です」と教
えてくれます。また、マスク非着用の時は「マスクを着用してくだ
さい」と発信されますので、必ず着用をお願いします。
自動消毒噴霧器も付いていますので、体温測定・アルコール
消毒の上、事務所に入るようお願いいたします。

市民公開

各種講座の２月以降のお知らせ

パ ソ コ ン ・ス マ ホ 講座
①パワーポイント 募集：6 名
3/2・9・16（水）10:00～12:00
受講料：3 回 2,000 円（会員特典）（教材費別）

●個人教室（※パソコン、スマホ、タブレット持参可）
3/7・14・28（月)、3/4・11・18・25（金）10:00～12:00
受講料：各日 2 時間 2,500 円 募集人員：各日 5 名
●申込：全講座受講料支払で受付済（先着順）

１ｄａｙスマホ講座＝写真アプリ＝ （※スマホ要持参）
日時：３月７日（月） 13：30～15：30 ●受講料：1,500 円（教材費別） ●募集人員：６名

絵 手 紙 教 室
絵が得意でなくても大丈夫！

原則第３木曜日
9：30～11：30
●受講料：月１０００円（材料費込）

「はつらつ写真館」

要予約
●日時：３/３（木）10：00～12：00
●場所：はつらつ館内●定員：１０名
●撮影料：一般＝3000 円会員＝2000 円
●プリント料別途＊複数ポーズ可。

はつらつコール「楽しい回想法～しおみ～」のお知らせ
３/２３（水）＊原則第４水曜日(２月は祝日のためお休み)

●場所：潮見小学校体育館 ２階（ゆうゆう倶楽部）●参加費：１回５００円

ワンコイン・イングリッシュ

らくらく・イングリッシュ

２/２６（土）10:00～12：00
●受講料 ： １回５００円＋テキスト代 50 円

２月は休止・３/５・１９（土）10:00～12：00

●受講料：１回５００円＋テキスト代 50 円

イングリッシュバラエティクラス～４種類楽しめます！～
２月は休止・３/１２（土）（原則第２土曜日）9：30～12：25 各講座４０分
①これを英語で何と言う ②音読・発音 ③聞くイソップ物語､他 ④旬な話

●受講料：１講座３００円＋テキスト代 50 円

英字新聞の社説を読む（原則第１・３火曜日）

入門英会話（原則第１・３火曜日）

２月は休止

２月は休止

「お灸とツボ押し」健康講座

養生気功講座

２/２２、３/２２(火）１０:００～１２：００
●受講料：５００円（１回） ●定員：２０名
・講師：三輪 実千代会員（鍼灸師）

★お家で出来る簡単気功の動画配信付

２/９、３/９（水）１０:００～１２：００
●受講料：１０００円（１回）●定員：２０名
・講師：西川 靖子会員（気功インストラクター）

書 道 教 室
着 付 教 室
当分の間休止

衣類のお直し、りフォーム、仕立て
着物や服地などお洋服にお仕立て致します。
衣類のお直し、繕い、何でもご相談下さい。
日時：２/１４・２８（月）９：００～１１：３０

●２/１・１５、３/１・１５（火）原則第１・３火曜日
●時間：１３:３０～・１５:３０～
●受講料（月額）：会員２５００円・一般３０００

網戸・ふすま・障子張替え
引き取りからお届けまで責任をもって
お受けします

芦屋霊園内お墓清掃
芦屋霊園内の
お墓清掃を承ります!

事務所の電話番号は３２-１４１４です。お間違いなく！

親睦＆交流のための「会員同好会」
（青字は館外活動）

日時・曜日

会場

活動・コメント等

ゴルフ同好会（ＡＳＧ会）
囲碁同好会
写真同好会
(デジイチ会)

絵画クラブ
“ＯＬＩＶＥ”

はつらつサロン
ワイ・ガヤの会

手芸同好会
ビデオ散歩
倶楽部
ダーツ同好会
ＡＳＤＣ

麻雀同好会
(すずめクラブ)
カラオケ同好会
“ひばりクラブ”
将棋同好会
アンサンブル
同好会♪ど～れ♪

ウクレレ同好会
（ＡＧＢﾊﾜｲｱﾝｽﾞ）
ＡＬＬ Ｔｈａｔ Ｊａｚｚ

Ｊａｚｚを楽しむ会ﾞ
コーラス同好会
うたクラブ「エチュード」

コントラクトブリッジ（Ａ
ＳＣＢ） 研究会

・・・しばらく休会です・・・
毎週水曜日
はつらつ館 初心者からベテランまでその日の参加者で対戦してい
9：30～12：00 ２階作業室 ます。自由参加です。（第２水曜日はお休みです。）
はつらつ館 カメラ愛好会です。興味のある方、見学にいらしてくださ
毎月第１水曜
い。
12/1・13：30～ 中会議室

毎月第２・４木曜 はつらつ館
13：00～16：00 中会議室

身近な素材をモチーフに絵を描いて楽しんでいます。
新入メンバー募集中！ 気軽に見学に来てください。

毎月第２(日曜)
10：00～11：30
毎月第３火曜日
9：30～12：00

常日頃、感じたこと、思っていることをフランクに話し合
います。自由参加ですので、是非お立寄りください。
会員相互の親睦、趣味と実益のための作品製作も行っ
ています。各自好きな手芸を楽しんでいます。

はつらつ館
中会議室
はつらつ館
２階作業室

次回上映日（奇数月実施）
第４０回：３月８日(火)13：３0

～ シドニー・ポワチエ を偲んで～ 追悼作品
【夜の大捜査線】アカデミー賞受賞作品(米)１０９分

毎月第１月曜日
２月は１４日
13 時～
（場所）JR 芦屋
駅南側セブンイ
レブン２階
毎月第２・４日曜 はつらつ館
9：00～12：00 大会議室

開催が日曜日の午前に変わっていますのでお間違いな
く・・・お待ちしています。２月１３日・２７日です。

コロナウイルスの拡大で、感染リスクが高い活動のため、未だ開催時期は未定となってい
ます。 また、みんなで楽しめる日が来ることを祈るばかりです。
毎月第２・４木曜 はつらつ館
9：30～12：00 中会議室

しっかり、感染防止対策を行ない、心身を清めて
対局に臨みましょう！ ～初心者・女性歓迎～

２月８日(火) 上宮川 C 13：00～15：00
３月５日(土 )はつらつ館 14:30～16：30

問合せ：入部まで

見学
大歓迎！

ﾙﾅﾎｰﾙにて

毎月第１・３水曜 はつらつ館
13：30～15：30 ２階作業室

～♪♪♪～
みんなで一緒に歌と演奏をたのしんでいます。

毎月第２水曜日 はつらつ館
13：30～15：30 ２階作業室
２月１４日(月)は中止します。
２月２８日(月)15：00 大会議室

２月は９日(水)です。 JAZZ の名曲を一緒に楽しみ
素敵な時間を過ごしましょう！
「まん延防止等重点措置」（現時点は２月２０日まで）適
用中は活動をお休みします。

02/14（月）13：00～15：00 はつらつ館
03/11（金）10：00～11：30 小町カフェ
ご連絡は鈴木まで。

メンバー募集中！ 奥の深い
トランプゲームで、認知症予防
にいいと言われています。

マジック研究会

２/２１（月）：はつらつ館 2 階作業室 13:00～15:00 新規会員募集中
（現在メンバーは６名）
見学ご希望の方は入部まで・・・
＊同好会は、会員の自主運営です。活動はすべて会員自身の自己責任において行われるものです。 （シルバー
保険の対象外です。） ＊新たな同好会は、３人の発起人が集まれば設置可能です。

コロナウイルス感染拡大の状況で中止になる場合があります。ご了承下さい。

第７回芦やん小町「女性の集い」を開催しました！
１月２２日(土)２年ぶりの「女性の集い」を市民センター４０１で開催、５４名
が参加しました。例年、参加型の催しをしていましたが、新型コロナの影
響で今回は児玉光雄先生による座学での講演会「健康長寿を伸ばす脳ト
レ」と静かに抽選会、懇親会は無しとなりました。詳細は後日発行の「芦や
ん小町通信」でご報告いたしますのでお楽しみに。
**********************************************

『幸福物質ドーパミンがいっぱい』
小堀 美須津 （会員番号 2370）
新型コロナの影響を受けて、大人数の会合には出席しない生活を続けてきましたが、小町通信に掲載さ
れた「脳トレ」の３文字に魅せられて、久しぶりに女性の集いに参加させて頂きました。
開会の言葉や恩田会長様のご挨拶に続いて、いよいよ児玉先生のご講演の始まりです。どんな内容かと
ワクワクでした。柔らかな口調で、時には笑いを誘う先生のお話しぶりに引き込まれました。
日常生活の中で、入力を少し減らして出力（運動や話すなど）を増やすようにする、右脳を使うようにす
るなどのお話の後、右脳トレーニングやクイズを楽しみました。たまたまクイズに正解し、児玉先生の著書を
頂きました。最後に、児玉先生の落語が披露され、あちらこちらから笑い声がこぼれました。
会場では、検温、消毒、座席の配置など、感染対策にも配慮されており、また、スタッフの皆様のきびき
びした動きや、見事な連携プレーにも感心致しました。
講演の後は、恒例のお楽しみ抽選会。残り福とやらで、養父米を頂きました。集合写真、閉会のご挨拶
と、予定の２時間があっという間に終了しました。 少し衰えてきた脳の活性化に加え、プレゼントを２つも頂
いて、お話の中にあったドーパミンやセロトニンなどの脳内物質がたくさん分泌したのではと思いながら帰途
につきました。児玉先生・運営委員の皆様、素晴らしい時間をありがとうございました。

全シ協主催：シルボンヌ全国大会 inＴＯＫＹＯに参加！
１月１９日全シ協主催のシルボンヌ全国大会 inＴＯＫＹＯがコングレス
クエア日本橋において開催され、当センターから恩田副理事長、廣田
理事、加古運営委員が「芦屋の小町たち」と題して事例発表をしまし
た。「シルボンヌ」とは英語の「シルバー」と仏語の女性という意味をもつ
「ボンヌ」を合わせた造語です。
たくさんのお褒めの言葉をいただき、芦屋市ＳＣが全国に知られる素
晴らしい機会となりました。詳細は「月刊シルバー人材センター」に掲載
される予定です。

「月刊シルバー人材センター」２月号の姫路市ＳＣ特集で
当センターの傾聴グループの講座が紹介されました！
「月刊シルバー人材センター」２月号に、コロナ禍の中ですが、
「シルバーまつり」を行い、女性会員の拡大に積極的に取り組む
センターとして姫路市ＳＣが取り上げられています。
この「シルバーまつり」に当センターの傾聴グループ・瀧脇節
子会員と栗原信代会員が講師として「傾聴を知る・傾聴のできる
人のために」と題し、３日間講義を行いました。
「月刊シルバー」２月号では、２ページにわたって掲載されて
います。事務局にありますので、ぜひご覧ください！

シニア世代向け 就活＆終活セミナー
ハローワーク西宮、兵庫県シルバー人材センター協会と連携して「シニア世代向け 就活＆終活セミナー」を
下記のとおり開催します。ご興味のある方は是非ご参加ください。
お問合せ・お申込みはハローワーク西宮 生涯現役支援窓口（0798-75-6714）へ
●日 時：令和４年２月１８日（金） １３:３０～１５:３０ （受付１３:００～）
●場 所：芦屋市民会館３０１号室（芦屋市業平町８-２４）
●対 象：就職を希望するおおむね６０歳以上の方
●定 員：５０名（要事前予約・先着順）
●内 容： 「人生をもっと楽しく豊かになる生前整理」 生前整理アドバイザー 後藤 恵子氏
シニア世代の就職状況について ハローワーク西宮
シルバー人材センターＰＲ
芦屋市シルバー人材センター
＊マスク着用してご参加ください ＊コロナ感染状況などにより急遽中止になる場合があります。

会員対象

清掃講習会を開催します！

下記のとおり、清掃講習会を開催します。是非ご参加ください。
●日 時：令和４年２月２１日（月） １４:３０～
●場 所：はつらつ館２階 中会議室
●定 員：１０名（要事前予約・先着順）
シニアライフトータルサポートセミナー

会員・市民対象

「シニアの資産管理と活用法」

●世代を越えて伝える資産管理の方法
●高齢者のお金管理「平時の備え」
●一人でお金管理が難しくなったときどうしますか ●資産の活用と継承の方法は
●質疑（Q＆A）で疑問にお答えします
●日時 ： ３月１２日（土）10：00～11：30 ●場所 ： はつらつ館 大会議室
●講師 ： ファイナンシャルプランナー 植田英三郎氏 ●受講料 : ５００円(資料代) ＊要事前申込

会員・市民対象

住環境サポートチーム(JST) ワンコイン講習会

マンション管理計画認定制度への対応について
●日時：３月１２日(土) 13：30～16：00 ●参加費：５００円
●場所：はつらつ館 大会議室
●後 援：芦屋市
ファシリテーター：司法書士 上野義治氏
コメンテーター：マンション管理士 六籐隆夫氏
＊要事前申込

こども対象講習会等
Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ａｒｔ Ｓｔｕｄｉｏ Ｆｏｒ Ｋｉｄｓ（小学生対象・絵画教室）
●日時：原則第１・３水曜 16：00～17：00 ●費用：３０００円（月２回・材料費込） ●場所：はつらつ館
●持ち物：クレパス・水彩絵の具・筆

たのしい放課後教室（毎週火・木曜日）
●小学生：１６：３０～１８：００ 算数・国語・英語
●月謝：週２回８０００円・週１回５０００円

こども書道教室

●中学生：１８：３０～２０：００ 数学・英語
＊随時体験教室受付中！

対象：小学生

原則第１・３火曜日

●２/１・１５、３/１・１５（火）●時間：１６:００～１７:００●受講料（月額）：２５００円＊教材費５００円含む

市役所パネル展に３１８名来場！
１月４日から２１日の間、市役所北館 1 階で、センターの活動
パネル展を開催、３１８名の来場がありました。アンケートでは「皆
様の活動に感動致しました」「色々な事をされているのがわかり、
親近感を持てました」「具体的な仕事内容が解りやすい」等、お褒めの言葉をいただきました。

会員対象 各種講座等のおしらせ
ＭＡＮパワーチーム・窓掃除研修
ＭＡＮパワーチームが講師となって、窓掃除の研修を行います。出席は男女問わず。ぜひご参加を！
●日時：２月２２日（火）１３：３０～（２/２１ＡＭまでに事務局の箱﨑まで要申込）●場所：はつらつ館内

会員のための健康体操講座

息を吐いて、吐いてのｌストレッチと簡単な筋トレ

２月は休止・３/２・１６（水）１３：３０～１５：３０●費用 ：３００円/回 ●持ち物等 ：飲み水

スマホ未経験者向け無料体験会！～らくらくスマートフォン～
会員・市民対象

1 人 1 台体験用スマホを用意しています！
●日時：令和４年３月２日（水）10：00～11：30●参加費：無料（要予約）●場所：中会議室●定員:６名
会員証で５０円割引！ 是非ご来店お待ちしております。

お仕事の紹介＝請負・委任＝
場所
(大東町)
(川西町)
(奥山町)
(浜風町)
(涼風町)
(海洋町)

(大原町)
(公光町)
(朝日ヶ丘町)
(西山町)
(精道町)
（奥池南町）
（六麓荘町）
（六麓荘町）
（平田町）
（三条町）
（大原町）
（翠ケ丘町）
(浜芦屋町)

業務

時間等
週 1～2 回
１７時～翌朝 9 時
火・金
12：30～15：00
水・金
8：00～17：00
土 7：30～8：30
日 8：00～9：00
月火水金 9～11：00

土日祝 8～10：00
月木土 8～10：00
火金日 8～10：00
曜日相談
6：00～10：00
土・日
8：30～9：30
日・月・水・木
8：00～10：00
水・金
8：00～11：00
月・木・土
8：00～11：00
月・木
8：00～10：00
月 2～3 回
9：00～12：00
週２回
午前(時間相談)
月２回
午前(時間相談)
水
10：00～12：00
金
午前２時間
月１回
2 時間～3 時間
週１回（月か火か水）
午前 1 時間
週１回・曜日相談
10：00～12：00

刃 物 研 ぎ（受付１０：００～１１：３０）
人数
１名
１名

●高浜作業所前(旧高浜消防署) ２月９日（水）
●はつらつ館
２月１６日（水）
料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円

１名

引取り研ぎ料金：１本６００円～

１名

はつらつ野菜市

１名

★三田市シルバーから新鮮な野菜が届きます★
(新型コロナの影響で中止になることがあります)

１名
数名

２月１６日
３月３０日
（原則最終水曜日・はつらつ館西側入り口前）

１名
１名
１名

入会希望者説明会の日程
２月８日（火）
３月８日（火）

１名

土曜日入会説明会を開催します！

１名

毎月定例の第２火曜日がダメな方、土曜日に開催
します！お友達、ご近所のお知り合いに宣伝して
下さい！申し込みは電話でも OK です。

１名
１名

２月２６日（土）1３：３0～

はつらつ館

１名
１名
１名
１名
１名
１名

新入会員です！よろしくお願いします

事務所お仕事紹介コーナーに
なんでも相談箱を設置しています
月一回事業運営部会で開封します。
就業以外のことでもＯＫです。

配分金の支払日
１月就業分
２月１５日（火）
2 月就業分
3 月 15 日（火）
＊配分金の支払日は原則として１５日(休みの場
合は直前の営業日)＊但し１月と５月は１８日

退会会員です。長い間ありがとうございました

